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三種類の分子 A, B, C を混ぜるだけで生じる
A-B-C の繰り返し構造をもつ高分子

　フラーレンとカリックスアレーン分子や、電子不足芳香族とビスポルフィリン分子の複合化が非常

に精密に起こることに着目し、これらの分子の複合体の形成を連続的に起こすことで三種類の分子 A, 

B, C が連続的に繰り返し並んだ配列をもつ高分子構造を合成した。三種類の分子 A, B, C の複合化が、

単純に混ぜるだけで起こるため、これまでの重合のような化学反応を必要としない。また、分子の複

合化は、生体から生成されるものと同等に精密に起こるため、生成される高分子の構造は非常に精密

である。これまでに知られている高分子とは全く異なる方法で合成されたこの高分子の構造は、原子

間力顕微鏡により直接観測することで一般の高分子と同じ構造をもっていることがわかった。高分子

の構造を高い精度で制御できれば、DNA のように情報の記憶密度を飛躍的に上げることができ、化

学物質を利用した情報の読み書きのできる分子記録媒体への応用の期待が広がる。

化学専攻・教授　灰野　岳晴
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超分子三元共重合の模式図
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新入生の皆さんへ

新入生の皆さんへ

理学研究科長・理学部長　楯　　　真　一

　理学部・理学研究科へ入学・進学
された皆さんへ、心からお祝いを申
し上げます。今の新鮮な気持ちを大
切にしながら、これからの学生生活
を大切に送ってください。
　18歳人口が低下しているにも関わ

らず、実は国内の大学生の数はほとんど変わらずに推
移しています。このために、過去にくらべると大学卒
業者の質が年々低下していると産業界からは指摘され
ています。入学試験は相対的な評価ですので、受験年
齢の総数が減るほど、かつては大学に進学できなかっ
た層の受験者が入学できてしまうため入学時の学力の
平均値が低下するというのは当然です。一方で、従来
のような知識偏重の入学試験のやり方が、正しく学生
たちの学力を評価する指標になっているのかというこ
とも議論されています。受験勉強を通して多くの知識
を習得し、範囲を限って作られた問題を解くために知
識を運用する力の優劣を「学力」として学生を選別す
ることは学生の「才能」の一面だけを過大評価してい
るという批判も、もっともだと思います。では大学生
に求められる学力とは何なのか？この点についてはい
ろいろな意見があります。「物事を批判的に見る力」「予
測不能な事態を解決する力」など、知識を詰め込むの
ではなく思考力を身につけることが、これから社会を
担う世代に必要な力だとよく言われます。このため、
大学では上記のような思考力を身につけさせるための
教育をすべきであり、そのために大学教育のあり方を
改革すべきだという国の方針が策定されました。この
方針にしたがって、大学入試のやり方を含めて大学教
育の見直しが全国規模で進められています。広島大学
も、学長のリーダーシップのもとで様々な教育改革を
進めています。
　欧米の大学では、大量の文献を読ませ、大量に文章
を書かせ、その上で教員と議論するという過程を繰り
返すことで知識の習得と同時に批判的に物事を分析し
自分の考えをまとめて発表する能力を鍛錬するという
教育をやっています。それに対して日本の大学では、
学生は教員の講義を通して受動的に知識を得るという
スタイルが伝統となっています。「双方向授業」ある
いは「アクティブラーニング」などともいわれますが、
新しい大学教育のスタイルは上記の欧米でのやり方を
理想とするようなものだと理解されています。ただ、
欧米の教授スタイルは、学生達が死に物狂いで与えら

れた大量の文献や本を読み込む事が前提となって初め
て成り立つものです。事前に準備もなく講義室にきて、
漠然と議論に参加するというようなものとは全く異な
ります。したがって、大学教育の仕組みをいくら変え
ても、最後は学生達本人が本気で取り組む意志がなく
ては何も変わりません。逆に、欧米の学生のような意
志がなければ、むしろ整理された知識を一方的に教授
する方が「学力」を高めるという点では、「双方向授業」
を模倣するよりは教育効果が高いということになって
しまいます。
　大学のグローバル化が必要だという方針にしたが
い、各大学はさまざまに教育の仕組みを変えてきてい
ますし、これからもさらに変えてゆくでしょう。しか
し、学生本人が欧米の同世代の大学生達と同じ気持ち
で学ぼうとしなくては、大学改革は何の意味も持ちま
せん。皆さんには、大学生らしく、それぞれ心に決め
た専門を究めるために全力を尽くしてこれからの大学
生活を送って欲しいと願っています。
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新入生の皆さんへ

数学科長　島　田　伊知朗

　広島大学数学科に入学された皆さ
ん、おめでとうございます。数学科
のスタッフ一同、心よりお祝いをも
うしあげます。
　去年の12月、私はネパールの首都
カトマンズにあるトリブバン大学と

いうところで、一週間の集中講義をしてきました。ネ
パールに行くのは初めてで、いろいろ戸惑うことも多
かったのですが、学生さんたちが親切にしてくれたお
かげで楽しく過ごす事ができました。彼らが、おそろ
しくくだらない冗談ときわめて真面目な数学の議論を
目まぐるしく入れ替えながら熱心に話しているのを見
て、数学科の学生というのはどこでも大体似たような
感じなのだなと、なんとなくうれしく思いました。一
言も喋らずに人の話を聞いて、なにやら考え込んでい
る人が一人か二人いるのも日本と同じでした。
　しばらく前に、就職の事で数学教室を訪問されたコ
ンピュータ関係の企業の方に、「どのようなタイプの
人材が一番必要なのでしょうか」とお尋ねしたところ、
即座に（ほんとうに即座に）、「Geek です」というきっ
ぱりとした答えが返ってきました。Geek というのは、
おもにコンピュータ関係の技術にたっぷりと時間を
使って膨大な知識を持つようになった人を指す俗語
で、無理やり日本語にすると「技術系のオタク」とな
ります。数学にはそれこそ人が一生をかけて追求する
に足るだけの重要性と深さをもった理論や問題がごろ
ごろしています。これからの４年間で皆さんがそのよ
うな問題を見つけてのめりこみ、たとえ狭くともこの
分野に関しては誰にも負けないというような深さにま
で到達できれば、我々は大変うれしく思います。　
　標準的なカリキュラムのもとで講義を聞いているだ
けでは、そのような問題に出会うことは難しいかもし
れません。しかし数学教室の図書室にはたくさんの数
学の本があります。そして友達と数学の議論をするの
はとても楽しい事です。だから、図書室で面白そうな
本を見つけたら、同士を募って自主セミナーを開いて
みてください。仲間がいると難しいテキストでもなん
とか読み通せる気がするし、人に説明する事で自分自
身の理解も深まります。
　新入生の皆さんがこの数学科で充実した学生生活を
送れるよう、心より願っております。 

何故、数学を選びましたか？

数学専攻長　若　木　宏　文

　新入生のみなさん、ご入学おめで
とうございます。広島大学の数学科、
数学専攻を選んでいただいたこと、
嬉しく思います。皆さんは何故数学
科を選びましたか？　高校で数学が
好きだったからもっと学んでみた

い、中学校や高等学校の先生になりたくて、得意な数
学を選んだ、など、それぞれの理由があることと思い
ます。将来、こんな職業に就きたいから数学を学ぼう、
というふうに考えた人はいるでしょうか。数学の教師
や大学教授、研究所などはともかく、企業に就職を考
えていて、数学を学ぼうと思った人はいるでしょう
か？　リクルートで大学に来られる企業の人事担当の
方のお話を聞くと、数学科や大学院数学専攻の学生に
期待するのは数学の知識ではなくて、論理的に考える
能力を挙げる方が多いです。数学は、問題を抽象化し
て本質を捉える学問ですから、数字や図形、関数、集
合といった数学の教科書に出てくるような問題に限ら
ず、社会における様々な問題の解決に役立つものであ
り、企業の方もそれを期待しています。IoT という言
葉がメディアを賑わし、ビジネスに取り入れられてい
るようですが、インターネットに繋がった様々な情報
を分析し、活かしてゆくためには数学的・論理的な能
力が必要であり、広島大学の数学科や数学専攻の卒業
生の社会での活躍の場が増えて行くのではないかと思
います。大学院数学専攻に入学された皆さんは何故進
学を選びましたか、という質問の答えは大学院入試の
面接で回答を聞いているので尋ねるまでもありません
が、数学科に入学された皆さんに紹介すると、広島大
学大学院数学専攻では、より深く数学を学んだ上で数
学教師になりたいという人が多いです。アクチュア
リーなどの資格をとって、保険や金融関係の企業に役
立てたいという人もいます。単に数学が面白いから
もっと学んでみたいという人ももちろんいて、もっと
面白くなって博士課程後期に進学する人もいます。私
は何故数学科を選び、数学専攻に進学したでしょう
か？　答えは、ただ、数学が好きだったからです。大
学は社会に出るための準備をする場でありますが、社
会人としての生活や立場にとらわれず、自由に好きな
事が学べる最後の場でもあります。数学が好きな人は
そのまま、そうでもない人も数学を好きになって、ぜ
ひ、数学を楽しんでもらえればと思います。
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その素直な気持ちを大切に

物理学科長　木　村　昭　夫

　新入生のみなさん、ご入学おめで
とうございます。いよいよ待ちに
待った大学生活が始まり、期待に胸
を膨らませておられることでしょ
う。皆さんは、物理学科への入学を
選択されたのですから、高校生のと

きに何かの形で物理が好きになった瞬間に巡り合われ
たに違いありません。それは問題集の中のある問題を
長時間かけて考えた末、正解にたどり着いた満足感を
得た瞬間。はたまた、天文台を見学に行って宇宙のロ
マンに目覚めた瞬間、などなどいろいろあると思いま
す。日常生活では「当たり前」と思っている常識的な
現象を数式や方程式を使って再現できる。なんだか世
界を支配した気分になってもっともっといろんな現象
のからくりを知りたい、なんて思っている方も多いこ
とでしょう。私は物性物理学という分野の研究に携
わっております。この分野ではどのような常識がある
かと言いますと、例えば「ガラスは透明」「金属はピ
カピカ光って電気を通す」などなど。皆さんも驚かれ
るくらい常識的なことを例に挙げていますよね。でも
これらの現象に対して「なぜ？」を答えるのは難しい
はずです。なぜなら、このからくりをきちんと説明す
るためには、まだ学習していない「量子力学」という
学問が必要だからです。この量子力学が日常使ってい
るスマートフォンからスパコンまで世の中の電子機器
の全てを支えていると言っても過言ではありません。
さらには宇宙のなりたち、生命の誕生までもが量子力
学で支配されていると考えると、とても大事な学問で
あることがわかりますよね。
　もう書くスペースが少なくなって来ましたが、本題
はここからです。先程から、なんだかもう先生がわかっ
ていることを結局後追いするだけなのか、と少々がっ
かりしている諸君もいるかもしれません。全くそのよ
うなことはありません。皆さんの当面のゴールは「卒
業研究」です。卒業研究では、「先生も知らない全く
新しいこと」について皆さんが答えを出す役目を担う
ことになります。それには、気力体力とそれまでに培っ
た物理センスが必要になりますが、それ以上に「素直
さ」が必要になって来ます。私の経験から断言できま
すが、広島大学の学生さんはみなさん素直です。ぜひ、
皆さんも今の素直さをキープして、四年生まで這い上
がって来てください。そうすると、きっと明るい未来
が皆さんを笑顔で迎えてくれることでしょう！光陰矢
のごとし、すぐにその時が来ることでしょう！物理学
科、教員一同、その手助けをさせていただきます。ど
うぞよろしくお願いします！

物理科学専攻に入学する皆さんへ

物理科学専攻長　深　沢　泰　司

　物理科学専攻のＭ１のみなさん、
入学進学おめでとうございます。物
理科学をさらに深く学び、研究に携
わることを希望して入学されたこと
と思いますので、是非充実した悔い
のない大学院生活を過ごしてくださ

い。現在世の中は景気があまり良くありませんが、そ
うした中、進学を認めてくださったご両親に感謝し、
貴重な学費が無駄にならないようにして下さい。
　学部時代は、講義が中心の生活でしたが、これから
は研究がメインとなります。研究は我々教職員などは
仕事として行っていますので、みなさんが学生といえ
ども、研究を一緒に行うからには、それなりにプロ意
識が求められます。今後、進路によっては大学院で行っ
たことが直接関係する仕事に就くわけではないと思い
ますが、大学院時代に研究を通じで培った考え方や経
験などは、きっと役立つでしょう。そういう意味では、
視野を広くもつために、自分の研究とはあまり関係な
い授業を１つくらい受講してみても損にはならないと
思います。理学研究科においても「理学融合基礎概論」
など研究科共通講義がありますので、積極的に活用し
て下さい。また、学部時代は既に確立した事実を観賞
しながら学ぶ、というスタイルでしたが、研究という
のは未知の事柄を自分で追及するものですので、その
醍醐味も味わってください。
　大学院時代に優れた研究業績を残した場合には、広
島大学学生表彰、理学研究科長表彰、エクセレント・
スチューデント・スカラシップ、奨学金返済免除など
の特典もありますので、がんばってみてください。ま
た、博士課程後期に進学希望の人は、大学院生が申請
して奨励金と研究費をもらうことのできる日本学術振
興会特別研究員にも積極的に申請すると良いでしょ
う。物理科学専攻でも毎年数人の方が採用されていま
す。その他、博士課程後期進学者に対する学費も含め
た様々な支援制度が少しずつ増えていますので、指導
教員などに確認しながら、積極的に博士課程後期進学
を目指して、将来の日本の研究を支える研究者を目指
す人が多くでることを期待しています。
　最後に、みなさん健康には十分気を使ってください。
学部時代に比べて、ゆっくりする時間が少なくなる分、
疲れもたまりやすく、大学院時代に体を壊す人も時々
見られます。研究室内の仲間と軽い運動を行ったり、
食事には十分気を付けてください。またメンタル面で
も不調のある人は、指導教官などと相談しながら、積
極的に大学内の相談施設を利用して下さい。体調管理
も会社に就職したら義務ですし、研究においても最後
は体力気力の勝負となることが多いです。みなさんの
成長を願っています。
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新入生の皆さんへ　

化学科長　灰　野　岳　晴

　広島大学理学部化学科へ入学おめ
でとうございます。化学科のメン
バー一同、みなさんを大歓迎してい
ます。新入生として期待と不安が入
り交じる頃かと思います。これから
の大学生活は、皆さんがこれまで

送ってきた高校までの生活とは大分違いますが、大い
に楽しんでください。大学生として勉強することは、
高校生までの勉強とはだいぶ違います。大学では、問
題に対する答えが一つではないこともあります。また、
答えに至る道筋は複数あることもあります。最初はな
かなかピンと来ないかもしれませんが、慣れてしまえ
ば楽しいものです。自分なりの勉強の仕方を探してみ
てください。
　さて、日本の経済もようやく上り坂にさしかかって
おり、学生の有効求人倍率はバブル期を上回る高いも
のになっています。皆さんはいずれ就職して社会に飛
び出していくわけですが、その準備をすることは大学
生活を送る上での一つの目的です。最近よく企業の採
用担当の方の訪問を受けお話を伺うのですが、よく聞
くのが「コミュニケーション能力」という言葉です。

「自分の特徴や能力を積極的に自己表現できる」こと
だと考えるかもしれませんが、少し違うように思いま
す。相手の質問や意見に耳を傾け、知識と事実にもと
づき論理的に議論できる能力を意味します。大学で学
べば身につくはずの能力ですが、論理的に議論をする
ことは意外と難しく、研究活動を積極的に行うことで
しか身につきません。もう一つが、「イノベーション」
です。イノベーションを起こせる人材を探していると
よく聞きます。新しいものを創造できる能力はそう容
易く身につくものではありませんが、新しい開発や発
明が画期的であるかどうかは、知識があれば判断でき
ます。いずれの能力も基礎学力が大切です。化学はも
のすごい勢いで進歩しています。それに十分についてい
くだけの準備を広島大学在学中にしませんか。広島大学
にはその環境が十分に整っています。皆さんが積極的に
研究活動に参加し、高い研究能力とコミュニケーション
能力を携えて卒業されることを願っています。

新入生の皆さんへ

化学専攻長　石　坂　昌　司

　新入生の皆さん、ご入学・ご進学
おめでとうございます。この春、博
士課程前期に入学された多くの方は
平成26年度化学科入学生で、私が
チューターを担当した学年です。こ
れまでの４年間の月日の流れを感じ

るとともに、この年に専攻長として皆さんを化学専攻
にお迎えできることを大変嬉しく思います。４年生で
研究室に配属し、講義中心であった日常が研究中心の
生活へとシフトして、そろそろ研究室の生活にも慣れ
てきたころと思います。学部を卒業し就職した仲間も
いる中で、自分が何のために大学院に入学し、何をす
べきか良い機会ですので、今一度考えていただきたい
と思います。これからの２年間あるいは５年間は、皆
さんの将来を決める重要な時間となります。かつて、
私が助手（助教）になりたての頃に、ある先生から研
究者の人生はグライダーのようなものだと言われたこ
とを思い出します。若いころに頑張ってどこまで高く
上れたかで、どこまで飛べるかがおおよそ決まる。つ
まり、若いうちにしっかり頑張って知識を身につけて、
良い研究をしなさいとのお言葉でした。確かに、自分
の研究の基礎となる学問的知識は、20代のころに学ん
だものが多くをなしていることを実感します。社会に
出れば学ぶ時間を確保することが難しくなるうえに、
年齢を重ねると新しい知識を身につけるのに多くの時
間を要するようになります。大学院で過ごす時間は、
将来の自分への貴重な投資期間であることをよく認識
して、有意義な学生生活を送っていただきたいと思い
ます。自分の専門分野の知識をより深めるのはもちろ
んですが、専門以外のことにも興味を持って、幅広い
知識をどん欲に吸収してください。化学専攻では定期
的に学外からお招きした講師による講演会や集中講義
が開催されています。少し自分の専門と離れていたと
しても、積極的に参加して知識の幅を広げてほしいと
思います。耳学問も意外と役に立つことがあるもので
す。また、プレゼンテーションの力は大変重要です。
国内外の学会に参加して、是非腕を磨いてください。
論理的に物事をとらえ第三者に分かりやすく伝える能
力は、社会に出ても必ず役に立つ場面があると思いま
す。皆さんの可能性は無限大です。悔いの残らないよ
うに、充実した日々を過ごしてください。世界で活躍
する人材に成長して欲しいと願っております。
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生物学を学ぶ新入生の皆さんへ

生物科学科長　坂　本　　　敦

　新入生の皆さん、ご入学おめでと
うございます。学科教職員を代表し、
心から歓迎の意を表します。これか
ら大学で過ごす４年間は、さまざま
な制約から解き放たれ、自己裁量の
広がりとともに自由意志に基づく活

動もこれまで以上に容認されます。節度を守り、社会
の一員としての自覚と責任を弁える限り、これは大学
生に許された特権といえましょう。総じて学生時代が

“贅沢な時間”と顧みられる所以です。大学への入学は、
皆さんのこれまでの歩みにおける大きな節目の一つに
数えられる出来事でしょう。しかし、修学という点で
は従来の延長線上にあるため、入学前後で然したる違
いは無いと受け止めるならば、当面の目標が入学から
卒業に置き換わっただけの漫然とした学生生活を送り
かねません。この節目を形式的な通過儀礼と捉えて等
閑に附すことはいとも容易い。本質的に何が重要で何
を目指すのかは個人の問題ですが、この機会を是非と
も将来を見据える時機とし、人生において貴重で特別
な、しかし限られた時間を如何に有意義に使い充実し
た日々を過ごすのか、その思索の契機とされることを
願います。
　さて、皆さんがこれまでに学んだ生物学は、一般に
は暗記の学問と認識されています。皆さん自身が暗記
に重きを置いて受験に臨まれたことや、折しも昨年、
高校生物を暗記から考える科目へと変換を図るべくそ
の指針が示されたことは、まだ記憶に新しいことで
しょう。確かに生物学は博物学を源流とし、その裾野
を広げつつも長らく「記述の学問」で在り続けてきま
した。しかし、このことは、学問の進展とともに蓄積
した莫大な量の知識や用語を単純に記憶するという意
味ではありません。生物学が記述の学問とされる理由
の一つは、生物を巡る多様で複雑な事象や生命現象を
簡潔な法則で表すことが一般に困難な点にあります

（この意味でメンデルの発見は稀有な偉業）。また、生
物の現象には合目的性や生物学的な意義があると考え
る、物理や化学の見方とは明確に異なる生物学独特の
通底観念も深く関係しています。物理や化学の最先端
技術を駆使することが当たり前となり、数学の理論も
導入しながら生物や生命現象の解明に挑む現代の生物
学においても、依然このような位置づけは基本的には
変わりないといえましょう。したがって、大学におけ
る生物学の到達点の一つは、専門知識の確固たる修得
を前提として、生命現象の解明に向けて論理的・創造
的な思考を展開し、根拠を示してその正当性や妥当性
を記述する能力を身に付けることにあります。翻って、

暗記の学問としての生物学の陥弊は“知っている”こ
とと“理解している”ことを混同しがちなことです。
例えば、皆さんはクエン酸回路やカルビン回路につい
て一通りの知識はあるでしょうが、それではなぜこれ
らの代謝系が多数の化合物から成り立ち、しかも回路
として機能するに至ったのか説明できるでしょうか？ 
代謝経路上に羅列された化合物を諳んじることはでき
ても、それ自体はこのような問いに対する答えを与え
てはくれません。今後も皆さんにはこれまでの延長で
ある多分に暗記的な学習が必要とされることは確かで
すが、大学では常にこのような視点から主体的に学ぶ
姿勢が問われ、求められることを銘記して下さい。大
学で修学するということは、高度で深い知を“享受し
修得する”立場に始まり、最終的には知を“産み出す”
創造の領域に足を踏み入れることにほかならず、須く
皆さんはこれを卒業研究で実践することになります。
皆さんの取り組みが、暗記から記述を経て４年後にど
のように実を結ぶのかを楽しみにしています。
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生物科学専攻へようこそ

生物科学専攻長　鈴　木　克　周

　皆さんが生物科学専攻の一員と
なったことを、教職員を代表して心
からお祝い申し上げます。私も含め
てどの教員もかつては皆さんと同様
に大学院生でした。将来に皆さんの
中から教員メンバーとなる人がいて

欲しいと思います。
　これから皆さんは各研究室で皆さんの得意な分野を
どんどん深めることは当然の幹として、また、他分野
の研究グループとも交わって視野と人脈を広げて欲し
いと願っています。前期課程では専攻所属の多数の先
生が連携した講義で皆さんの知識を体系的に広めよう
としています。ティーチングアシスタント（TA）に
採用されて学部生のための実習準備や指導補助にも携
わることでしょう。TA としての活動や皆と協力して
研究室を運営するという日常の活動も私は大学院生が
能力を養うための重要な要素だと考えています。実験
研究を行いながら学習する忙しい２年間あるいは３年
間です。若さを生かして寝る間を惜しんで活動してく
ださい。
　さて、真剣に研究に取組めば行き詰まることも、対
人関係に腐心することもありえます。気分転換のため
の散策スポットとして、市内 JR 入野駅あるいは河内
駅から徒歩圏にある篁山竹林寺をお薦めします。当地
の伝説によれば、平安時代初期にこの地で生まれた１
人の少年が都へ上り小野家を継いで参議小野篁となり
活躍します。気力体力文才に加えて霊力に恵まれてい
た篁の逸話の数々は今昔物語集と竹林寺伝説に譲ると
して、青年時代の彼が遣唐使節で挫折したことを紹介
します。副使として２回船出するたびに暴風雨に襲わ
れて航海継続を断念、３度目には大使との軋轢等が原
因で乗船を拒否し帰京してしまいます。勅命に反し
た罪で斬首となるところ一等減免されて隠岐へ配流
されました。結局、後に大陸へ達することは生涯あ
りませんでした。恩赦で都に復帰するものの蹉跌の
日々の彼は、遣隋大使として名を残した祖先の妹子
や、僅か前の時代の遣唐使節に参加し命からがら大
陸南部へ漂着した空海が帰国後に活躍したことと引
き比べたでしょう。
　彼らの命がけの航海に較べれば、現代に留学や共同
研究のために国外へ出かけることは容易であり、皆さ
んの活動を支援する様々な制度が用意されています。
活用して実力を増して下さい。

地球惑星システム学科・専攻に
入学・進学された皆さん

地球惑星システム学科長・専攻長
　柴　田　知　之

　地球惑星システム学科・専攻に入
学・進学された皆さん、おめでとう
ございます。地球惑星システム学が
関連する分野は広く、地球の歴史、
地球以外の惑星、生命の起源などか
ら地震や火山をはじめとした地球で

起こる様々な現象などについて、私たちは教育研究に
取り組んでいます。大学に入学された皆さんは、これ
までとは違い、これからの４年間で地球惑星システム
学の専門知識を習得するだけではなく、未知の課題を
設定し、その解決のための研究を行うことになります。
この過程は、将来どのような分野に進んでも、自ら問
題を見つけそれを解決する能力を身に着けることにな
り、皆さんにとって非常に有効な経験となります。よ
り高いスキルを身に付けるため、是非、広く興味をも
ち深く探求することを心掛けてください。大学院に進
む皆さんは、これから研究が活動の中心となってゆく
ことと思います。その過程で、いろいろな技術も修得
してゆくだろうと思います。その際、どんなに小さな
ことでもよいのですが、「これは自分が世界一」だと
思えるような技術を身に着ける努力をしてみてくださ
い。フィールドワーク、実験技術、プログラミングな
ど、どのようなことでも構いません。たとえ世界一に
なれなかったとしても、確固たる自信が持てるように
なり、将来新たな問題に直面した時それを解決する方
法を自分で確立できるようになると、私は考えていま
す。皆さんが有意義で充実した学部・大学院生活を過
ごされるよう強く願います。
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失敗を恐れず挑戦も

数理分子生命理学専攻長　中　田　　　聡

　新入生の皆様、ご入学おめでとう
ございます。修士の皆様は、卒業研
究を糧に、より研究を深化・発展さ
せ、今後の活躍につながることを楽
しみにしています。一方、博士の皆
様は自立した研究者を目指し、独創

的に飛躍されることを期待します。さて研究している
と考えさせられることが数多くあります。例えば、他
研究室では物質Ａについて研究しているので、私は物
質Ｂについて研究していますという話はよく聞きま
す。ここで、ＡにはないＢの特徴を理解した上で、Ｂ
を使う利点や新たな展開を考えて研究することが大事
なポイントになります。そうでないと単に物質を変え
ただけで同じような結果が出るだけで、あまり達成感
が得られないでしょう。また大型機器を使った研究で
装置条件に制約されると、ルーティンワークになって
しまう恐れもあります。一方、これまでにない発想に
よる新たな研究はとても胸を躍らせますが、十分文献
調査しないと既に報告されている場合があります。ま
た発想を超えて妄想ばかりで原理・原則から逸脱して
いれば、けんもほろろに学会発表で玉砕されるでしょ
う。それでも、努力の積み重ねで、ロマンあふれる研
究テーマを導いてください。
　昔話ですが、私が研究者を目指していた30年位前は、
時間がゆっくり流れていた記憶があります。文献調査
のために定期的に図書館に通いました。チャート紙の
アナログデータを実験ノートに整理して糊付けし、定
規で解析していました。論文投稿は Air mail で、投
稿から採択まで短くても半年かかっていました。最近
は、インターネットで文献はダウンロード可能ですし、
ウェブ上でスピーディーに論文投稿が進みます。また、
大量の実験結果の解析はパソコンに一任です。とても
便利になった一方で、ゆっくりデータを眺めて物事を
考える時間が減ってきた気がします。昨今の日本の学
術論文数のランキングが下がったという話題になれ
ば、論文数を増やせ、質を上げろという風潮に進みが
ちになります。一方、新しい研究に取り組んだり、質
にこだわれば、論文が出にくくなり、研究業績が問わ
れがちな若手研究者は不安になるでしょう。逆にたく
さん研究業績があっても、ボスのアイデアであれば当
人が独立した研究者であるかどうかの判断は不明で
す。研究倫理に従って、独創的かつ挑戦的な研究が行
える時間を大切にし（長期計画）、一方で論文も定期
的に出せるよう（中期計画）バランスよく研究してく
ださい。
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先輩からのメッセージ

新入生のみなさんへ

数学科　舞　田　達　也

　新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。
やっと長かった受験が終わってほっとしていたり、こ
れから始まる新生活が不安だったり、楽しみな人もい
ると思います。そこで、私からいくつかアドバイスを
しようと思います。
　まず、数学科に入学されたみなさんは数学が得意
だったり、好きだったりすると思いますが、今まで習っ
てきた数学と大学で学ぶ数学は大きな違いがありま
す。高校までの数学では定義や公式などを習い、それ
を用いて問題を解いたりしていたと思います。しかし、
大学の数学ではその定義自身について学びます。例え
ば、みなさんは高校で極限を習ったと思いますが、極
限はだいたい“感覚的”に考えていたのではないでしょ
うか。大学では厳密に“理論的”に考えます。さらに、
授業は講義と演習に分かれていて、講義では先生から
定義や定理などの証明をひたすら習います。僕は板書
することで精一杯です。その場で理解するのは難しい
ので、後でしっかり復習するのが大事だと思います。
演習では問題の書かれたプリントが配られ、問題を解
いて、これだ！と思った問題を黒板に書いて発表しま
す。こういった学生自らが主体となった形式の授業は
目新しいと思います。最初は先生や同期のみんなに指
摘されたらどうしよう…と思うこともあるかと思いま
すが、自分の発表するスキルを磨くチャンスだと思っ
て積極的に取り組んでください。
　次に、大学生にはたくさんの時間があります。まず、
高校の時のように、朝から夕方までずっと授業という
日はあまり無くて、授業と授業の間に休みがあったり
午前は全く授業が無かったりする時もあります。その

隙間時間を使って図書館で予習復習をしたり、大学の
外に出かけに行くこともできます。また、大学生の夏
休み、春休みは２ヶ月くらいあります。なので、たく
さんバイトをしてお金を貯めたり、自分の好きなこと
に熱中したりすることができます。そして、何と言っ
ても大学生になったら部活動、サークルに入りたいと
思っている人が多いのではないでしょうか。部活動、
サークルに入ることで他の学部にも友達ができたり、
自分の趣味を極めたり、新しいことに挑戦したりでき
るので、大学生活がより華やかになること間違いなし
です。
　最後に、東広島キャンパスの位置する西条は盆地と
いうこともあり、春の時期も寒いです。特に、ここの
気候にまだ適応してない新入生は西条風邪という西条
特有の風邪にかかりやすいので、気をつけてください。
　新入生のみなさん、ひとりひとりが目標を持ち、有
意義な大学生活を送れることを願っています。

新入生のみなさんへ

物理学科　久　保　優　介

　新入生のみなさん、入学おめでとうございます。受
験勉強お疲れさまでした。第一志望で広島大学に来た
人、広島大学に来るつもりではなかった人、どんな思
いで広島大学に入学するかは人それぞれだと思います
が、４月からみなさんは広島大学の学生です。大学生
としての自覚と責任を持つとともに、さまざまなこと
を広島大学で学び、充実した大学生活を送ってほしい
と思っています。
　さて、これからの大学生活に不安を感じている人も
いると思います。高校生と大学生では環境がまったく
違います。私が思う大学生と高校生の一番の大きな違
いは、「自由」であるということです。高校では、いつ、
どの授業を受けるかは決められていました。しかし、
大学ではどの授業を受けるかは自分が決めます。「自
由」と聞くと好き勝手にできると考えて喜ぶ人がいま
すが、それは少し違います。自由だということは、自
分で決められるのではなく、自分で決めないといけな
いからです。大学を卒業するために受ける必要がある
授業がいくつか決まっています。自分はどの授業を、
いつ受けるべきなのか。一人一人が自分で調べて決断
しないといけません。もし決断を間違えて受けるべき
授業を受けられなければ、その時点で留年が決まる可
能性もあります。そうならないためにも、自分がすべ
きことを考えて行動する必要があります。そのために、
初めに述べたように大学生としての自覚と責任を持つ
ことが大事です。

友人との１枚（一番右が筆者）
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　ここまでの話を聞くと、大学生活が息苦しいものの
ように思えるかもしれませんが、私が伝えたかったこ
とは楽しいことばかりではないということです。言っ
ていることが違うと思われるかもしれませんが、はっ
きり言います。自由な時間がたくさんあります。やる
べきことさえやってしまえば、残った時間をどのよう
に使おうと自分の勝手です。サークルをしたり、バイ
トをしたり、友達と遊んだり、何でもできます。勉強
も大事ですが、大学は高校と違って社会経験ができる
場でもあります。様々な活動に取り組んで社会経験を
積むことが、きっと将来の役に立ちます。何度も言い
ますが、自分がやるべきこと、そして、自分がやりた
いことを考えて行動することが一番大事だと私は思い
ます。最後になりましたが、みなさんの大学生活が有
意義なものになることを願っています。

　僕が考える部活にいたことでよかったこととして
は、毎日部員と一緒にいて部を運営するので部員とよ
り深い心の知れた関係になれたことや、試合に勝った
時の喜びは何にも代えがたいものがあります。しかし、
辛いこともあり、練習が多かったため学部の行事にあ
まり参加できなかったり、理学部なので、勉強がしん
どかったりということもあったかなと今では思います。
　部活の紹介はこれぐらいにして、新入生の皆さんも、
僕の部活に限らず、何か打ち込めるものを持ってそれ
を続けていってほしいと思います。大学生活というと、
今までよりも自由で楽しい生活が送れると思って大学
に入ってくるでしょう。確かにそれは間違っていませ
ん。しかし、なんでもできるからこそ、自分が何をし
たいのか何を目標としているのかを自分の中で持って
おかないと、大学生活４年間ありますが、あっという
間に時間が過ぎてしまいます。それはすごくもったい
ないことです。例えば勉強・バイト・サークル・遊び
など、なんでも構いません。自分がやってみたいなと
思うものを精一杯やってみるのがいいかもしれません。
　最後になりましたが、西条の春は朝晩の寒暖差がと
ても大きいので風邪をひきやすくなります。くれぐれ
も体に気をつけてこれからの大学での日々の生活を充
実した濃いものにしてほしいと思います。

高校の同級生と　筆者右

新入生の皆さんへ

化学科　福　田　和　志

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。受
験を乗り切ってここにいる皆さんは、これからの大学
生活どうなっているだろうと胸が高まっているのでは
ないかと思います。僕の場合は、はるばる三重県から
この広島大学に来て、ここでやっていけるのかと、期
待よりも不安がいっぱいだったことを思い出します。
　先輩からの新入生へのアドバイスということで今回
書くことになったので、僕にしか書けないことで考え
たところ、理学部の中では僕みたいにバリバリに部活
をやっていた人は少ないと思うので、部活の時の体験
談を書こうと思います。僕は、大学に入ってから何か
しようと考えていたのですが、最初は何も思いつかな
かったので、あまり考えずに高校から続けている弓道
部に入るか、と思って入部しました。それから３年間
部員として毎日練習をして勉強もして、という日々を
送ることとなりました。

ご入学おめでとうございます

生物科学科　本　坊　雄一朗

　新入生の皆さま、ご入学おめでとうございます。長
かった受験生活も終わり、春から晴れて広島大学の学
生となることを心よりお祝いいたします。私が３年前
に広島大学に合格し、広島大学でのキャンパスライフ
に心躍らせていた頃を懐かしく思い出します。

後列左から５番目が筆者
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　大学での授業といえば大きい講義室で受ける大人数
の授業、というイメージがありませんか？もちろんそ
ういった授業もありますが、それだけではありません。
私の所属している生物科学科では、野外実習に行く機
会が何度かあり、宮島にある生物科学科の実験所で泊
まりがけで実習を受けたり、県外での実習もあったり
します。山を歩き回ったり、講義を受けたり、海に入っ
たりと活動は様々ですが、実習自体の楽しさはもちろ
ん、同じ生物科学科の仲間と泊まりがけで受ける実習
は修学旅行のような楽しさもあります。
　さて、「大学生活は人生の夏休み」という言葉を聞
いたことがありますか？その言葉どおり、大学の休み
はとても長く、夏休み、冬休み、春休み全て合わせる
と４ヶ月ほどの休みがあります。この休みをどのよう
に活用するかは本当に人それぞれです。ボランティア
活動を行って社会に貢献する人、留学など国際交流の
場へと飛び込んでいって自分の世界を広げたりする
人、長い休みを活用して旅行に行く人、などなど自由
度がとにかく高いです。しかし、うかうかしていると
長い休みはバイトして寝てを繰り返している間にアッ
と言う前に過ぎ去ってしまいます。（私がそうでした。）
みなさんはこの自由に使える長期休みを悔いのないよ
う過ごせるよう頑張ってくださいね！
　ついでに言うと大学生活もあっという間に過ぎてい
きます。４年生になると卒業研究を行い、卒業論文を
書いていくことになります。その卒業研究と、就職を
目指す人は就活を、大学院を目指す人は院試に向けた
勉強を並行して進めていかなければならないので、と
ても忙しい日々を過ごすことになります。なので、１
年生のうちから、したいこと・やってみたいことを探
してアクティブに活動していくことをおすすめしま
す。そして、ぜひ、人生の中で一番濃い４年間だった
と胸を張って言えるような充実した大学生活を送って
ください！

新入生に向けて

地球惑星システム学科　賀　屋　紘　典

　新入生のみなさんご入学おめでとうございます。長
かった受験勉強に区切りをつけ、これからは、大学生
活を勉強や部活（サークル）、バイト、旅などいろい
ろなことをしようと思っている時期だと思います。地
球惑星システム学科にご入学された方々の中には、地
学に興味がある人はもちろんでしょうが、地学に興味
がない方もいらっしゃるのではないでしょうか。ぼく
も入学する際には、地学に興味のない方でした。
　そんな中、一年二年は部活やバイトに専念する生活
を送っていました。しかし、三年目にして、部活の引
退もあり勉強に当てる時間が増え、地学のいろいろな
分野に少しずつ興味が湧いてきました。
　地学に対してあまり知識もないままに、興味が湧か
ないと思っていたことに気がつきました。特に、三年生
のビッグイベントである約９ヶ月に及ぶ地質研究の進
級論文では、全くと言って良いほど興味がないと思って
いましたが、深く学んでみると面白いと思うことや知り
たいと思うことがあるものだなと気づかされました。
　偉そうなことを言うつもりはありませんが、一年、
二年でもし興味が湧かなくても、地学は良くも悪くも
視野が広い分野で守備範囲が広いと思うので、探せば
必ずと言って良いほど興味の持てることが見つかると
思います。勉強以外にも、野外でいろいろなものを見
たり触れたり、いろいろな先生や先輩と話してみて（大
歓迎で話をしてくれるはず）視野を広げてみてくださ
い。特に「君たちは今入学したものだ」と告げられた
こともある三年生の進級論文では、地学や研究につい
て深く学ぶ機会になるでしょう。
　ぜひとも、自分の興味のあることを探し続けてほし
いです。バイトや旅行、部活などと同じで、自分の興
味を探すことは学部生活四年間でしか満足にできない
ことでもあるでしょう。いろんなことに挑戦して、視
野を広く持ってください。
　あまり期待や希望に満ちた新入生に向けて言うべき
ことではなかったことも多かったかもしれませんが、
学部生活四年間が有意義なものであることを願います。

佐渡島での実習（筆者は後列右）

右から二番目が筆者
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新入生の皆さんへ

数学専攻　上　野　哲　矢

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。住
み慣れた土地を離れ、新たなステージでの生活に大き
な希望と一抹の不安を感じていることかと思います。
当時、私も皆さんと似たような想いを抱えながら入学
したことを覚えています。人生の転換期となる大学の
４年間へ突入する前に、ここは一度落ち着いて自らの
４年間をどう過ごすかを考えてみませんか。皆さんが
よりよい大学生活を過ごせるよう、私なりにアドバイ
スさせていただきます。
　私から伝えたいことは１つです。具体的な内容でも
大まかな内容でもどちらでも構わないので、自分なり
の目標を考えましょう。なぜ目標を考えるべきかをお
話ししますと、大学生活は高校生活と比べて自由な時
間が多く、新入生のほとんどは親元から離れ一人で過
ごしていくことになります。したがって、自分の努力
次第で有意義な学生生活を送ることができますし、残
念ながらその逆もあります。大学生活は自由な時間が
増える分、自分で自分をコントロールし学生生活を過
ごしていく必要があり、自分で立てた目標は充実した
大学生活を送るための指針になるはずです。また、先
の行動や未来設計を考えたり、取捨選択をする際にスッ
キリした考え方ができることも、目標を立てることの
良い点です。大学生活では、学業・部活動・サークル・
アルバイト・留学など目標の材料は沢山ありますので、
自分なりの目標を考えてみましょう。
　余談ですが、睡眠と食事は大事です。大学生活に少
し慣れると忘れがちになります。肝心な時に体調を崩
すことがないように普段の睡眠や食生活を大切にした
ほうがいいかと思います。
　ここまで主に目標を立てることの重要性を話しまし
たが、大学生活の４年間は長いようであっという間に
過ぎていきます。新入生の皆さんも、来年以降入学さ

れる新入生の姿を見て、時の流れの速さを痛感するこ
とでしょう。これは私の個人的な意見ですが、どのよ
うな人生を歩もうと人が生活していく上で後悔しない
ことはないと私は思います。私が伝えた言葉は、それ
らの後悔をより少なくするためのアドバイス、と考え
ていただけたらと思います。最後になりますが、この
文章を読んでくれた皆さんが、出会う友人を大切にし
て楽しい充実した大学生活を送られることを期待して
います。

新入生の皆様へ

物理科学科専攻　渡　邊　建　吾

　新入生の皆様、この度は広島大学へのご入学おめで
とうございます。つらかった受験勉強を乗り越え、新
しい生活への期待と不安でいっぱいになっていること
かと思います。
　大学での生活は今までの高校生活と比べて格段に自
由度が増えます。自分の学びたい授業を自分で選ぶこ
とや空いている時間に何をするかなど全てを自分で決
めることになります。最初は自由に選べることに戸惑
うことになると思います。もちろん、友達やチューター
に相談すれば色々とアドバイスしてくれます。しかし、
自分から相談することをしないと基本的には誰も助け
てくれません。なので、皆様には大学生活では友達や
先生との出会いを大切にしてほしいです。大学では今
まで以上にいろいろな人に出会います。多くの都道府
県の友達もできるでしょう。今までの友達とは全く違
う考え方を持っていたり経験をしてきていたりととて
も面白い話が聞けると思いますよ。逆に自分の考え方
や経験が大学の友人には新しいことに感じるでしょ
う。なので、積極的に話してみてみましょう。思いが
けない発見があるかもしれません。また、友達やチュー
ターに相談することで授業の取り方や普段の生活など
の判断が難しそうにみえることも簡単にできるように

実験風景（一番左が筆者）研究室の筆者
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なります。チューターに相談しに行くのは難しいかと
思いますが、実際に行くと親身になって答えてくれま
す。チューターから得られる情報はとても役に立つも
のばかりなので悩んだときはぜひ行ってみましょう。
　さらに、大学での４年間はあっという間に過ぎ去っ
ていきます。高校や中学校のときの３年間と比べると
年数的には長いですが、感覚的には本当に短く感じま
す。なので、大学で『やってみようか』と悩んでいる
ことは積極的にやっていきましょう。サークルやアル
バイト、もちろん勉強も含めてやれることはたくさん
あります。自分自身迷っていてタイミングを失って結
局やらないことが何回もありました。後でやった人の
話を聞くと『自分もやっておけばよかったなぁ』とい
うことが多々ありました。なので、皆様にはなるべく
多くのことをやって後悔のない大学生活を送ってほし
いと思います。
　最後になりますが、皆様の４年間が充実してより良
いものになることをお祈りしています。

過ごした時間が自分を育てる

化学専攻　鬼　塚　侑　樹

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。こ
れから、これまでの生活様式とは大きく異なる新生活
がスタートします。皆さんは今後の４年間を、勉学や
サークル、アルバイト、趣味、恋愛などに費やすこと
になります。しかし、これからはこれまでとは異なり、
自分で“時間の使い方”を決めることができます。私
自身大学に８年通っていますが、振り返ってみると、
今の自分の考え方や生き方は大学生活で過ごしてき
た時間が大きく影響していると思います。今回、こ
のような原稿を書く機会を与えていただいたので、
自分を成長させるための時間の使い方について（参
考になるかはわかりませんが）アドバイスをさせて
いただきます。
　時間の使い方を決める上で、最も大切な要因は選択
肢です。使える時間があるのに、選択肢がないのでは
時間を持て余してしまいます。選択肢は、“自分から
積極的に行動すること”で増加します。その第一歩は、
友達を作ることです。初対面の人と会話することに抵
抗があるとは思いますが、「どこ出身なの？」等のた
わいのない内容でいいので自分から積極的に声をかけ
てみましょう。友人ができれば、１人では困難なこと
にも一緒に取り組むという選択肢を作ることができま
す。幸運なことに、広島大学には多くのサークルや学
生有志で行うイベント、さらには学科主催の交流行事
もあります。これを利用しない手はありません。思う
存分利用して、たくさんの友人を作って１つでも多く

の選択肢を作っていきましょう。
　選択肢を増やし時間の使い方を決めたら、次にやる
ことは“決めたことに全力で取り組むこと”です。人
は、反省を糧として成長すると私は考えます。しかし、
成長するためには物事に全力で取り組むことが必要不
可欠です。勉強を例にとっても、中途半端な勉強では
自分が何を理解していて何を理解できていないのかわ
からず、知識が定着しないといった経験がこれまでに
あるのではないでしょうか？ これは非常にもったい
ないです。せっかく選択肢を獲得して、時間の使い方
を決めても、反省し次に生かせないのであれば、自分
が成長するための時間を捨てていることになります。
そうならないために、勉強はもとより、遊びやサーク
ル、アルバイトなどすべてのことを全力で取り組んで
いきましょう。
　ここまで長々と書いてきましたが、自分を成長させ
るための時間の使い方に必要なことは、“自分から積
極的に行動すること”および“決めたことに全力で取
り組むこと”のたった２つです。少し堅い文章になっ
てしまったので、皆さんをより不安にさせてしまった
かもしれませんが、気負う必要はありません。上記の
２つを頭の片隅にでも置いて大学生活を送れば、自然
と４年後には一回りも二回りも成長した自分に出会え
るはずです。自分にしかない時間の使い方で、最高に
充実した大学生活を満喫してください。

６年間苦楽を共にした仲間たち。卒業式にて（前列中央が筆者）

新入生のみなさんへ

生物科学専攻　片　山　大　也

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。大
学に進学されて初めて親元を離れ、新たな生活が始ま
るというのはとても不安であるかもしれませんが、楽
しいことや興味惹かれることにたくさん出会える機会
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でもあります。参考になるかどうかわかりませんが、
自分の経験を紹介させてもらいたいと思います。
　自分は元々高専から３年次に編入したため、この体
験談は主に編入生の視点に偏っていることを先にお詫
びしておきます。さて、自分が編入したときは同期の
少なさに非常に驚きました。当たり前ではありますが
殆どの大学で編入生というのは若干名ですので編入時
は学部全体で他に４人しか同期がいませんでした。学
科に至っては自分が唯一の編入生でさながら転校生に
なったような気分でした。しかしながら学科では他の
学生に温かく迎えられ、すぐ馴染むことができました。
また編入会という編入生同士で交流を行う活動も学内
にあり、入学時の不安はすぐに無くなりました。幸運
なことに、サークルにも受け入れてもらうことができ、
趣味のバレーボールが続けることができました。
　とまあ、自分の経験をたらたらと書き綴りましたが、
何が言いたいかというと大学生活はとても楽しいで
す。何も心配せずに日々講義を受けて、遊んでと毎日
は充実するはずです。生物科学科は人数もあまり多く
なく40人程度と高校の１クラス分程しかありませんか
ら、生物実験などのグループディスカッション等を通
じてすぐに仲良くなれると思います。また上級生主催
の交流イベントでは１年生は２年生と交流を深められ
ますから先輩方とも仲良くなれます。ただこれは新１年
生対象ですので編入生の方には無縁かもしれませんが…。
　大学では今までの生活と比べると本当に自由にでき
ることが増えます。バイトにサークルにと勉学を含め
て忙しい毎日となるはずです。精一杯楽しめることは
楽しむべきだと思いますが、誘惑が多いのも事実です。
あまり羽目を外しすぎると単位が足りなくて進級でき
ないことも十分ありますからしっかり勉学にも励みま
しょう。
　最後になりますが、新入生のみなさんが充実した大
学生活を送れることを心から願っています。西条の冬
はとても寒いですから、体調を崩さないようにと思い
ます。

大学生の間にできること

理学研究科地球惑星システム学専攻
　尾　森　武　尊

　新入生のみなさま、ご入学おめでとうございます。
まだ大学生活で慣れない事やわからないことがたくさ
んある時期ではないかと思います。筆者も入学直後は
不安が尽きませんでしたが、友人や先輩方と助け合っ
て乗り切る事ができました。皆さんも一人では乗り越
えることが難しい壁にぶつかった時は、周囲の方と力
を合わせて次のステップへ進んでください。
　大学では授業の他にも研究といった形でこれまで出
来なかったような勉強ができます。現在、筆者は大学
院生として研究を進めるよう努力しています。主には
実験手法を考察し、写真のように実践するという日々
です。その中で学外の調査地や研究施設へ出張して実
験する機会もありました。実験で新しい発見をするこ
とはとても楽しいですが、普段慣れ親しんだ環境から
離れて学ぶことは更に刺激的です。ぜひ皆さんにも経
験をして欲しいと思います。このような生活をする中
で、高校時代や学部時代に自分の興味のある分野と関
係ないから、と復習を怠っていた内容が必要になって
くる場面が多く出てきました。研究をしながら学びな
おすことができますが、授業を聞いた直後よりも理解
に時間がかかってしまいます。入学直後の皆さんには
少し想像がつきにくいかもしれませんが、これから受
ける授業の内容は後々重要となります。学生の本分は
学業という言葉が示す通り、授業へしっかり取り組ん
で数年後から始まる研究生活につなげてください。
　大学では学業以外にも様々な経験を積む機会があり
ます。人間関係の構築やアルバイトによる社会経験を
その例に挙げる人も多いですが、筆者は他にも多様な
経験ができました。一つ紹介するのは、同じ学科に所
属する友人と共にフィールドや博物館を訪問する企画
を立てて実行したというものです。何もかも手探り状

実験中の筆者

サークルの集合写真（中列左から３番目が筆者）
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若手の学会での口頭発表者の集合写真（後列真ん中が筆者）

態だったので計画通りには進まず、終わってみると力
不足を痛感しました。しかし、やってみたからこそ分
かることが多く、同じ分野に興味を持つ友人と現物を
見ながら議論するという楽しい時間はとても貴重なも
のでした。
　最後に、時間の限られた大学生活ではありますが、
皆さんも活動的に過ごすことで有意義な４年間を送っ
ていただきたいと願っております。

大学生活を通して

数理分子生命理学専攻　亀　田　　　健

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。先
輩からのメッセージということですが、学科の雰囲気
やバイト・サークル等のことは他の方が書いてくれる
と信じ、それ以外のことを書きます。
　これまでの皆さんが送ってきた高校生活と比べ、大
学での生活は自由と感じる場面がとても多くなりま
す。大学では、高校でいう学級のような概念もほとん
どなく、担任の先生に該当する先生もいなくなります。
それだけでなく、日々の授業時間帯から活動・交友の
範囲も人によって大きく異なるといった状況になり、

「周りを頼りにして生きる」ことが難しくなってきま
す。そのような大学生活の中で求められるのは「自己
管理能力」です。大学生活を経て社会へ出て行く皆さ
んにとって、大学生活で自身を管理し、自身を見つめ
直すこと、これは今後の人生においても非常に重要な
能力だと思います。周囲の環境の変化や、思い通りに
いかないことも多くあると思いますが、こういった経
験が、これまで気づけなかった自分自身に気づかせて
くれるものです。これまでと異なる生活環境の中で、
自分自身がどのように変化していくのか把握すること
を忘れないでください。
　ただ、環境の変化に対して必要以上に敏感になる必
要はありません。環境を変化させるちょっとしたきっ
かけを通して、自身でも思いもよらなかった貴重な経
験ができることもあります。私自身、現在は大学院生
で、「理論生物学」という分野を専門としていますが、
学部時代は数学科で数学を勉強していました。現在の
専門は数学というよりは、むしろ物理学や情報科学が
研究手法の大半を占め、また研究会では私にとって馴
染みのない実験を行なっている研究者の方がほとんど
です。この分野に足を踏み入れた当初はわからないこ
とが多く戸惑ってばかりでしたが、現在は広島大学の
みでなく、他大学の先生方や若手の学生の方とも研究
を通して接する機会が増え、その度に学部生時代や自
身の研究室では知り得なかった科学の世界を覗くこと
ができ、新鮮さを感じながら研究できています。こう

いった私にとって充実した環境は、学部時代に専門分
野を変えるといった決断がなければ得ることができな
かったと思います。
　大学生活はこれまで見えてこなかった自分自身を見
つける機会がたくさん訪れます。そのようなきっかけ
を通して、皆さんの大学生活が悔いなく実りのある時
になることを心より願っています。
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